新聞で報道された高知大学
日 付

記

2015年12月31日

有間（高知大出）初V原動力
JFLソニー仙台 新人王、ベストイレブン「連覇、得点王狙う」

高知大学卒業生 サッカー部OB 有間潤さん

高知

2015年12月30日

県内で専門医資格取得を 県が奨学金制度改定へ
若手定着向け来年4月

高知大学医学部附属病院

高知

2015年12月30日

スポーツチャンバラ徳島選手権 加藤（高知大）優勝

高知大学 加藤広也さん

高知

高知大学医学部附属病院

高知

高知大学 町田吉彦名誉教授

高知

高知大学総合研究センター

高知

2015年12月29日
2015年12月29日
2015年12月29日

事

性暴力被害者ケアへ連携
産科医会や県警 四国初の協定
続 いきものがかりより
ショウジョウガイ
高知大 海洋研究で存在感
国家プロジェクトに3教員参加 資源探査の国際標準を

掲載された部局・関係者

新聞社名

2015年12月26日

新設2学部長発表

高知大学

読売

2015年12月26日

農林海洋科学部長に尾形教授就任へ 高知大

高知大学

高知

2015年12月26日

特別支援学校入学選考でミス

高知大学教育学部附属特別支援学校

読売

2015年12月26日

高知大特別支援学校で選考ミス 障害の種類間違う

高知大学教育学部附属特別支援学校

高知

2015年12月26日

地域de協働 奮闘！高知の大学生 研究・事業編
街のバリアーなくしたい 移動、言語でサポート

高知大学学生団体 コンパス

高知

2015年12月28日

J1 実藤選手も宿毛で指導

高知大学卒業生 サッカー部OB 実藤友紀さん

高知

高知大学医学部附属病院眼科 多田憲太郎助教

高知

高知大学

高知

高知大学ヨット部

高知

高知大学 町田吉彦名誉教授

高知

高知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科学
井上紘輔助教

毎日

高知大学

読売

高知大学

朝日

高知大学一本釣りベースボール

高知

高知大学教育学部 森田美佐准教授

高知

高知大学学生団体「コンパス」

高知

高知大学学生団体「コンパス」

朝日

高知大学土佐FBC修了生

毎日

高知大学教育学部学生

読売

高知大学学生

高知

2015年12月25日
2015年12月22日
2015年12月22日
2015年12月22日
2015年12月22日
2015年12月19日
2015年12月19日
2015年12月19日
2015年12月17日
2015年12月17日
2015年12月17日
2015年12月17日
2015年12月17日
2015年12月17日
2015年12月14日

高知大学医学部 健康よろず相談
目の黄斑部にしみ
2015高知年末回顧 大学生の地域協働深化
人材育成へ多様な実践
元五輪代表ら
ヨット技術指導 香南市
続いきものがかりより
ギンザメ
四国健康ナビ
進行を遅らせられる慢性腎臓病
高知大に遠隔授業システム
附属小中結び 現場見学など
附属小中との間で遠隔授業も可能に
高知大に「模擬授業教室」
四国活性化PROJECT
四国発ニュースポーツ
夫婦別姓禁止「合憲」
「時代に合わせた法律を」
高知大生ら 車いす体験
朝倉キャンパス
校内の障壁 車いすで体験
高知大 学生団体が企画
南国グアバ 全国展開パン店に
高知の会社 自家農園で有機栽培
牧野植物園 Xマス仕様
本物モミの木、恐竜模型にサンタ帽
安田町祭り盛況 1400人が山芋料理堪能
話題
食べて増やす
続いきものがかりより
ウネナシトマヤガイ

高知大学松川和嗣准教授

高知夕刊

高知大学 町田吉彦名誉教授

高知

地域と若者協働議論 高知でNPOフォーラム

高知大学地域連携推進センター梶英樹特任助教

朝日

学生ら体験発表 高知でNPOフォーラム
特産トマト販売/マルチ復活・・・
学生とNPOタッグ 地域を元気に 事例報告
高知のフォーラムに30団体
高知県医師会 県民健康フォーラム2015
もしかして、糖尿病？～予防と治療最前線～
安田町中山地区 集活センター移転1年
高知大生と交流深まる 協働で自然薯栽培拡大
高知大 ８強ならず
全日本大学サッカー 早大に0-4
高知大学医学部 健康よろず相談
少量の酒で酔い、攻撃的に

高知大学「あだたん!!!!」
高知大学地域連携推進センター梶英樹特任助教
高知大学「あだたん!!!!」
高知大学地域連携推進センター梶英樹特任助教

2015年12月11日

2015年12月15日
2015年12月13日
2015年12月13日
2015年12月13日

読売
毎日

高知大学医学部藤本新平教授

高知

高知大学学生

高知

高知大学サッカー部

高知

高知大学医学部附属病院 精神科講師

高知

四国のサワガニ分布判明 いのの住民ら調査

高知大学医学部 吾妻健特任教授

朝日

2015年12月9日

高知大採点ミス 1人が追加合格

高知大学

毎日

2015年12月9日

高知大採点ミスで不合格
正答例取り違え 理学部1人 他大学に進学

高知大学

高知

2015年12月9日

高知大入試採点 ミスで合否誤り
不合格者に受験費補償

高知大学

朝日

2015年12月9日

高知大 入試採点ミス
2月一般 合格1人が不合格に

高知大学

読売

2015年12月9日

全日本大学サッカー 高知大 初戦突破
5年ぶり愛院大に2-1

高知大学サッカー部

高知

2015年12月13日
2015年12月11日
2015年12月11日
2015年12月11日

2015年12月8日

読者が選ぶ県内10大ニュース募集
2015年の主な動き

高知大学地域協働学部

高知

2015年12月7日

サッカー全日本大学選手権 あす開幕
高知大 厚い布陣で上狙う

高知大学サッカー部

高知

2015年12月6日

土佐の食 100倍楽しむ
高知市でイベント 斬新なメニュー考案

高知大学学生

高知

2015年12月5日

あらうんど四万十 監督と女優トーク
「一歩踏み出して」 高知大

高知大学映画製作サークル

2015年12月5日

地域de協働 奮闘！高知の大学生 研究・事業編
あかうし保存に懸ける 高知大・松川研究室 増産担う

高知大学農学部松川和嗣准教授

高知

2015年12月5日

課題探り、解決できる力を
県教委 グローバル教育シンポ 自ら学び考える学習へ

高知大学地域協働学部石筒覚准教授

高知

2015年12月3日

県の魅力 食で引き出そう
市民参加で「アイデアソン」 高知大生企画 高知で5日初開催

高知大学学生

毎日

高知夕刊

